
スタートリスト アクアパレットまつやま特設プール

競技No.  0 男子    4x50m   フリーリレー   予選   2組
成年                

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 和歌山 679 兵頭　洋樹 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾋﾛｷ
ﾜｶﾔﾏ 683 大竹　雅也 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾔ 大4

682 宮本　健史 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ
680 冨田　一穂 ﾄﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾎ

2 茨  城 116 堆　　裕貴 ｱｸﾂ ﾕｳｷ 大2
ｲﾊﾞﾗｷ 大学 119 大塚　俊貴 ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ 大1

118 木村　優介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 大1
117 斉藤　孝佳 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ 大1

3 埼  玉 185 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 大4
ｻｲﾀﾏ 大学 188 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 大2

186 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 大3
187 荻野　　剛 ｵｷﾞﾉ ｺﾞｳ 大2

4 兵  庫 620 坂井孝士郎 ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ 大3
ﾋｮｳｺﾞ 621 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 大1

618 原　　嘉一 ﾊﾗ ｶｲﾁ 大4
617 中山　貴裕 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

5 千　葉 1005 川﨑　　駿 ｶﾜｻｷ ｼｭﾝ 大4
ﾁﾊﾞ 1000 山元　啓照 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ

1006 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 大3
1002 平井　健太 ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ

6 大　阪 580 塚口　弘之 ﾂｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 大2
ｵｵｻｶ 576 木野　和樹 ｷﾉ ｶｽﾞｷ

581 宇野　柊平 ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 大2
577 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ

7 北海道 5 石黒　智基 ｲｼｸﾞﾛ ﾄﾓｷ 大3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 3 甲斐　耕輔 ｶｲ ｺｳｽｹ

6 福澤紀竜弥 ﾌｸｻﾞﾜ ｷﾘﾔ 大3
2 鈴木　天理 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ
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学校

2組
0

1 熊　本 889 吉村　健太 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 大4
ｸﾏﾓﾄ 大学 888 齊藤　　凌 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 大4

891 林　　孝晟 ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ 大3
890 福原　賢二 ﾌｸﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 大4

2 東　京 228 榎本　真大 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 大3
ﾄｳｷｮｳ 225 金子　雅紀 ｶﾈｺ ﾏｻｷ

229 吉田　冬優 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ 大2
224 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

3 神奈川 266 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ
ｶﾅｶﾞﾜ 269 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ 大3

270 後藤　和真 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ 大1
268 梅本　雅之 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

4 愛　知 453 平沼　晃多 ﾋﾗﾇﾏ ｺｳﾀ 大2
ｱｲﾁ 大学 450 安江　貴哉 ﾔｽｴ ﾀｶﾔ 大4

452 越　　嵩剛 ｺｼ ﾀｹﾖｼ 大3
451 山田　泰也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ 大3

5 静　岡 410 原　　英晃 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ
ｼｽﾞｵｶ 412 長谷川純矢 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ

411 藤森　太将 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ
415 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ

6 愛　媛 809 市川　　尊 ｲﾁｶﾜ ﾐｺﾄ 大4
ｴﾋﾒ 810 三好　悠介 ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ 大4

807 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ
803 大野　孝之 ｵｵﾉ ﾀｶﾕｷ

7 長　野 328 古川慎一郎 ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大3
ﾅｶﾞﾉ 326 伊澤　賢司 ｲｻﾜ ｹﾝｼﾞ

330 近江ウィリアム ｵｳﾐ ｳｨﾘｱﾑ 大1
327 西澤　大樹 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ

8 京　都 538 藤原　寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾄ 大4
ｷｮｳﾄ 大学 541 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大3

542 森本　一輝 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ 大2
539 藤本　　凌 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 大4
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